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本報告書は、 農林水産省の委託を受け、 アルゴリンクス株式会社が調査を行い、取りまとめたものである。 
アルゴリンクス株式会社は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の付随的、あるいは
懲罰的損害及び利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じた
か否かにかかわらず、一切の責任を負うものではありません。これは、たとえ、アルゴリンクス株式会社がかかる損
害の可能性を知らされていた場合も同様とします。 
なお、食品、添加物等に関する国際的な基準及び許認可は頻繁に変更されており、信頼できると思われる各種情報に
基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。したがって、実際の利用に当た
っては、対象国の最新の情報をご確認ください。 



1 
 

 

1. 食品医薬品局への製品登録 
 
食品医薬品局（FDA）に製品を登録することは、市場に参入する上で重要なステップであり、以下に、承認プロセスにお

ける重要なステップと通常の時間枠を特定している。 
 
タイ食品法 B.E.2522（1979 年）は、食品を以下の 4 つのカテゴリーに分類しており、それぞれの食品カテゴリーには、

異なる文書要件がある。 
 
(1) 特定管理食品（Specifically-controlled Food）： 最も厳格な規制、管理が必要な食品として登録が義務付けられ

る食品分類。標準品質、規格、包装、ラベル表示規定、及びその他の GMP 基準に関する法規定がある。 
 

特定管理食品の輸入者は、販売のために輸入する前に製品を登録する必要があり、登録された製品は、表示、製

造工程、製品の外観、仕様、規格等、登録用紙に明記されている内容を遵守しなければならない。製品登録の申請

は、食品医薬品局（FDA）食品管理課に提出する必要がある。 
 
(2) 規格食品（Standardized Food）： 発酵食品、栄養価や安全面に影響を及ぼす食品、及び消費者の健康衛生上

直ちに大な影響を及ぼさないが、長期的には消費者の保健衛生に重大な影響を及ぼす可能性のある生産プロセ

スを経る食品規定により品質規格の定義付けのある分類。 
 

規格食品の輸入者は、タイ FDA から製品番号（シリアルナンバー）を受け取るために、製品記録申請書を提出しな

ければならない。輸入者は製品記録申請書を提出しなければならず、関連する通達に従って国内販売のための標

準的な要件を遵守しなければならない。製品記録申請手続きには約 2 日かかる。 
 
(3) 表示管理食品（Food required to bear standard labels）： 本分類の食品は消費者への健康被害のリスクが低

いため、上記の(1)、(2) 分類ほど厳格な管理は必要としない食品分類。 
 
表示管理食品の輸入者は、タイFDAから製品番号を受け取るために製品記録申請書を提出しなければならない。

輸入者はタイ FDA から製品番号を受け取るために製品記録申請書を提出しなければならず、関連する通知に従

って国内販売のための標準的な表示要件を遵守しなければならない。製品記録申請手続きには約 2 日かかる。 
 
(4) 一般食品（General Food）： 生鮮食品、加熱食品、保存食品、非保存食品、加工食品又は非加工食品のいずれ

かで上記 (1)、(2)及び(3) に分類されていない食品。一般食品には登録の義務付けはないが、衛生面、安全面、

ラベル表示及び広告が管理され監視される 
 

このカテゴリーの一般食品にはシリアルナンバーは必要ない。しかし、輸入者は、輸入しようとしている製品が食品

輸入許可証に記載されているかどうかを確認しなければならない。記載されていない場合は、新たに食品輸入許

可を申請する必要がある。 
 
 

2. 製造工程の認証 
 
2-1. 製造工程、製造設備及び食品貯蔵 
 
製造工程、製造設備及び食品貯蔵に関する保健省告示第 193 号 B.E. 2543（2000）に基づき、タイでは以下の 61 種類

の製品の国内製造者及び海外製品仕入れ業者に GMP 遵守を求めている。 
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関係法令 保健省告示第 193 号 B.E. 2543 （2000） 
製造工程、製造設備及び食品貯蔵について 

保健省告示（第 193 号）B.E. 2543 (2000)の付表に定めるとおり、販売用食品製造者に対し食品衛生の GMP に従う

ことを命じる（同告示第 239 号（2001）及び第 318 号（2010）による修正を含む）。 
対象となる

食品（強制） 
1. 乳幼児用食品及び乳幼児用フォローアップフォ

ーミュラ食品 
2. 乳幼児用補助食品 
3. 乳幼児用調整乳および乳幼児用フォローアップ

フォーミュラ調整乳 
4. 氷 
5. 密閉容器入り飲用水 
6. 密閉容器入り飲料 
7. 密閉容器入り食品 
8. 牛乳 
9. 発酵乳 
10. アイスクリーム 
11. フレーバードミルク 
12. 他の乳製品 
13. 食品添加物 
14. 着色料 
15. 風味増強剤 
16. サイクラミン酸ナトリウムおよびサイクラミン酸

ナトリウムを含有する食品 
17. 体重管理用食品 
18. 茶 
19. コーヒー 
20. 魚醤 
21. 削除 
22. 天然ミネラルウォーター 
23. 食酢 
24. 油脂 
25. ピーナッツ油 
26. クリーム 
27. バターオイル 
28. バター 
29. チーズ 
30. ギー 
31. マーガリン 
32. 半加工食品 

33. 特定の種類のソース 
34. パーム油 
35. ココナッツ油 
36. 電解質飲料 
37. 密閉容器入り豆乳（工場法に適合する工

場と認められない製造業者を除く）。 
38. チョコレート 
39. 密閉容器入りジャム、ゼリー、およびマー

マレード 
40. 特殊用途食品 
41. アルカリ保存卵 
42. ロイヤルゼリー及びロイヤルゼリー製品 
43. 大豆タンパク質の加水分解又は発酵によ

る食品調味料 
44. ハチミツ（工場法に適合する工場と認めら

れない製造業者を除く）。 
45. ビタミン強化米 
46. 玄米粉 
47. 調理用食塩水 
48. 密閉容器入りソース 
49. パン 
50. チューインガム及びキャンディ 
51. 加工ゼラチン及びゼリーデザート 
52. 削除 
53. ニンニク製品 
54. 肉製品 
55. 香料 
56。 削除 
57. 調理済みの食品及び／又は加工冷凍食

品 
58. 食材別に下調理済み（ready to eat）食品 
59. ベーカリー製品 
60. 肉製品（保健省告示第 243 号による肉製

品を除く） 
61. 米粉で作られた麺（noodle vermicelli） 

 
2-2. 輸入食品製造業者の認証 
 
タイの法令に基づく GMP 認証のない食品輸入業者に対し、保健省告示第 193 号B.E. 2543（2000）の付表示に定めた

基準を上回る製造工程、製造設備、及び食品貯蔵所であることの証明書を提示することをもとめている。 
 
関係法令 保健省告示第 239 号 B.E. 2544 （2001） 

輸入食品製造業者の認証に関する保健省告示第 193 号 B.E. 2543 （2000）の改正  
食品輸入業者に対し、保健省告示第 193 号 B.E. 2543（2000）の付表示に定めた基準を上回る製造工程、製造設

備、及び食品貯蔵所であることの証明書を提示することを命じる。下記の食品品質保証システムを適格とする： 
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• タイの法令に基づく GMP 
• FAO/WHO；コーデックス委員会による国際食品規格に定める、食品衛生の一般的原則 
• HACCP システム 
• ISO：品質マネジメントシステム 
• 上記のいずれかに相当するその他の原則又はシステム（Food Qualities Assurance System）、例えば、製造場

所のある都道府県からの営業許可証等。 
 
2-2. 包装済み食品の製造工程 
 
保健省告示第 342 号 B.E. 2555（2012）において、包装済み加工食品の製造手順、製造設備及び器具、並びに食品貯

蔵に関し、以下の通り定めている。 
 
関係法令 保健省告示第 342 号 B.E. 2555（2012） 

包装済み加工食品の製造手順、製造設備及び器具、並びに食品貯蔵について 
• 「包装済み加工食品」は、不要部分の除去、焙焼、乾燥、発酵などの加工手順を経た食品、特徴的な変化をもた

らす加工手順を経た食品、または製造工程を経た後消費者に販売するために包装容器に封入された食品と定

義され、特定管理食品、規格食品、及び保健省（MOPH）の「製造工程、製造設備、および食品貯蔵」の規定によ

り特定の表示が必要な食品を除く。 
• 包装済み加工食品は、製造手順、製造設備および器具、並びに食品貯蔵方法を指定するものとする。 
• 食品の製造業者は、本告示の付属文書 1 に指定された最低条件に基づき、加工食品および包装済み加工食品

の製造手順、生産 および器具、並びに食品貯蔵方法を遵守するものとする。 
• 上記の食品の検査は、本告示の付属文書 2 および 3 に記載された評価基準に、必要に応じて従うものとする。 
• 食品輸入業者は、加工食品および食料品の製造手順、製造設備および器具、並びに食品貯蔵の基準が、本告

示の付属文書 1 に規定された基準を下回らないことを示す証明書を提示するものとする。 
 
2-3. 包装済み低酸性・酸性食品の製造工程の認証 
 
保健省告示第 349 号 B.E. 2556（2013）において、密閉容器に封入された低酸性・酸性食品の製造方法、道具及び設

備、並びに貯蔵について、以下の通り定めている。 
 
関係法令 保健省告示第 349 号 B.E. 2556（2013） 

密閉容器に封入された低酸性・酸性食品の製造方法、道具及び設備、並びに貯蔵について 
• 密閉容器に封入された食品に関する保健省告示第 144 号 B.E. 2535 および密閉容器に封入された食品に関す

る保健省告示第 301 号 B.E. 2549（第 4 号）は廃止され、改訂版である本告示は、規制対象食品の輸入業者に

対し、証明書、または製造業者が低酸性・酸性食品の製造方法、製造道具・設備、貯蔵の要件を満たしているこ

とを保証する文書を提出することを求めている。 
 
• 新たな規則は缶詰食品だけでなく、以下の 5 つの特徴全てに当てはまる、国内生産および輸入の全食品を対象

とする。 
1. 包装または密封の前または後に、加熱により微生物の増殖を阻害する工程を経た食品。 
2. pH が 4.6 を上回る（pH > 4.6）低酸性食品、または pH が 4.6 以下（pH ≤ 4.6）の酸性食品。 
3. 水分活性レベル（aw）が 0.85 を上回る（aw > 0.85）食品。 
4. 密閉金属容器またはその他の空気の流入を防ぐ耐久性のある素材の容器に保存された食品。 
5. 室温または非冷蔵条件で保存可能な食品。 
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